
男子100m 訂正版（プログラム差し替え）

日本記録(NR)                  9.95     山縣 亮太(セイコー)                   R1.6.7
栃木県記録(TR)               10.18     東田 旺洋(栃木県ｽﾎﾟ協)                R3.6.6 10月30日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

1組 風(+/-    ) 2組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳｽｹ 栃木 ｸﾏｸﾗ ﾅｵｷ 栃木

1 8143 村田 遼介 OCOSITEI 11.08 1 4003 熊倉 直希(2) 佐野高 11.20
ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｶｽﾞ 栃木 ﾎｼ ﾘｮｳﾏ 栃木

2 8230 高橋 裕和 栃木陸協 11.08 2 4126 星 竜磨(2) さくら清修高 11.21
ﾉﾑﾗ ｹﾝﾀ 栃木 ｵｵｷ ﾘｮｳ 栃木

3 3180 野村 健太(1) 小山西高 10.93 3 8107 大木 涼 栃木TFC 11.20
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼｮｳﾀ 栃木 ｵﾉ ﾕｳﾄ 栃木

4 5041 宮嶋 翔大(3) 宇都宮北高 10.60 4 4001 小野 悠人(2) 佐野高 11.10
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳ 栃木 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 栃木

5 8141 丸山 将 OCOSITEI 10.92 5 2088 上野 航瑠(3) 國學院栃木中 11.18
ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛﾔ 栃木 ｻﾄｳ ｼｭｳﾄ 茨城

6 2002 稲垣 広弥(3) 作新学院大 10.80 6 2011 佐藤 修斗(2) 作新学院大 11.13
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾔ 栃木 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｷ 栃木

7 8105 櫻井 朴也 元気寿司 10.78 7 8036 坂本 将希 滝沢ﾊﾑ 11.15
ｶｽｵ ﾕｳﾄ 栃木 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 栃木

8 2009 粕尾 悠人(2) 作新学院大 10.93 8 8129 小林 柊次郎 OCOSITEI 11.19
ﾏｽﾉ ﾘｷﾄ 栃木 ﾀﾅｾ ｱｻﾄ 栃木

9 4280 増野 力叶(2) 宇都宮白楊高 10.93 9 4125 棚瀨 朝斗(2) さくら清修高 11.19

3組 風(+/-    ) 4組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾌｸﾀﾞ ﾁﾊﾔ 栃木 ﾀｶﾉﾊｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 栃木

1 1051 福田 知隼(2) 横川中 11.41 1 4146 鷹箸 龍大(2) 宇都宮工業高 11.52
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｸ 栃木 ﾌｸﾀﾞ ｶｹﾙ 栃木

2 4056 山本 莉久(2) 鹿沼東高 11.42 2 2248 福田 駈(3) 落合中 11.56
ｺﾎﾞﾘ ｲﾀﾙ 栃木 ｳｽｲ ﾕｳﾄ 栃木

3 4117 小堀 至(2) 茂木高 11.45 3 8056 臼井 悠斗 ﾘｽRT 11.55
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 茨城 ﾖｼﾅｶﾞ ｶｽﾞﾕｷ 栃木

4 2675 齋藤 海斗 茨苑AC 11.38 4 8318 吉永 一行 SAC 11.50
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 栃木 ﾅﾘﾀ ｹｲｽｹ 栃木

5 4156 渡邉 桜太(2) 宇都宮工業高 11.24 5 8136 成田 圭佑 OCOSITEI 11.47
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾔｽ 栃木 ｳﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 栃木

6 4195 鈴木 陽泰(2) 國學院栃木高 11.36 6 8078 夘月 裕也 TRAINI 11.49
ｻｶｲ ﾏｻﾄ 栃木 ｱｵｷ ﾏｵ 栃木

7 5351 境井 将人(3) 佐野日大高 11.24 7 8302 青木 慎央 栃木陸協 11.50
ｳﾂｷ ﾉｱ 栃木 ｽﾄｳ ｼｭｳ 栃木

8 8114 宇都木 后亜 OCOSITEI 11.38 8 4024 須藤 史結(2) 佐野東高 11.50
ｱｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 栃木 ｼｵﾉﾒ ﾕｳﾄ 栃木

9 5378 相田 紘希(3) 佐野日大高 11.40 9 8292 塩野目 友都(1) 栃木陸協 11.50

5組 風(+/-    ) 6組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｶﾜｼﾏ ﾋﾛﾄ 栃木 ﾅｶｻﾞﾄ ｲﾌﾞｷ 栃木

1 5071 川島 嘉斗(3) 矢板高 11.65 1 4953 中里 伊吹(1) 作新学院大 11.90
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 栃木 ｼﾏﾉ ﾙｲ 栃木

2 3077 髙嶋 漱太(1) 小山南高 11.66 2 2081 島野 塁(3) 石橋中 11.89
ﾂﾙｼﾏ ﾌﾐﾔ 栃木 ｲﾏｲ ｷｮｳｼﾛｳ 栃木

3 8316 鶴嶋 史哉 栃木陸協 11.65 3 3067 今井 強士朗(1) 作新学院高 11.84
ｿｳﾏ ﾀｹﾋﾄ 栃木 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 栃木

4 3109 相馬 健人(1) 那須拓陽高 11.60 4 4201 齋藤 雄大(2) 矢板高 11.66
ｸﾎﾞ ｼｮｳ 栃木 ｸﾎﾞ ﾏｻﾘ 栃木

5 1998 久保 翔(3) 作新学院大 11.60 5 3066 久保 勝(1) 作新学院高 11.66
ｵｵﾇﾏ ﾖｼｷ 栃木 ﾁﾊﾞ ｼｭﾝﾔ 栃木

6 3399 大沼 慶稀(2) 白鴎大 11.60 6 2245 千葉 駿也(3) 落合中 11.76
ﾌﾙｻﾜ ｶｽﾞﾄ 茨城 ﾐﾔｻﾞﾜ ｲﾂｷ 栃木

7 2003 古澤 一杜(3) 作新学院大 11.60 7 3078 宮澤 乙樹(1) 小山南高 11.75
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾝ 栃木 ﾋﾗｵｶ ﾕｳﾏ 栃木

8 4075 鈴木 詠心(2) 宇都宮北高 11.64 8 5334 平岡 優真(3) 作新学院高 11.80
ﾀｶﾏﾂ ｶﾂﾞｷ 栃木 ｲｻﾞﾜ ｼｮｳ 栃木

9 3393 高松 克輝(4) 白鴎大 11.60 9 3278 伊澤 翔(1) 真岡北陵高 11.77



男子100m 訂正版（プログラム差し替え）

日本記録(NR)                  9.95     山縣 亮太(セイコー)                   R1.6.7
栃木県記録(TR)               10.18     東田 旺洋(栃木県ｽﾎﾟ協)                R3.6.6 10月30日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

7組 風(+/-    ) 8組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 栃木 ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｽｹ 栃木

1 5230 皆川 琉都(3) 那須清峰高 12.00 1 4067 櫻井 大介(2) 真岡北陵高 12.26
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾋﾛﾄ 栃木 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 栃木

2 3111 富永 啓斗(1) 那須拓陽高 12.00 2 4077 中原 優輔(2) 宇都宮北高 12.26
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳ 栃木 ｱﾝｼﾞｮｳ ｺｳｲﾁ 栃木

3 5264 萩原 由侑(3) 宇都宮工業高 12.00 3 3245 安生 皓一(1) 宇都宮白楊高 12.28
ﾁﾊﾞ ﾐﾗｲ 栃木 ｾｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 栃木

4 4279 千葉 未来(2) 宇都宮白楊高 11.92 4 8058 関 潤一 ﾘｽRT 12.03
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 栃木 ｵﾉ ﾘﾝﾉｽｹ 栃木

5 8104 齊藤 元基 鹿沼市役所 11.93 5 8291 小野 稟之輔 栃木陸協 12.13
ｷﾑﾗ ﾚｲｼﾞ 栃木 ｻﾄｳ ｱｶｼ 栃木

6 4106 木村 怜嗣(2) 鹿沼高 11.95 6 3217 佐藤 証(1) 宇都宮工業高 12.10
ﾌｸﾀﾞ ﾕｳﾘ 栃木 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 栃木

7 3094 福田 有利(1) 鹿沼東高 11.99 7 3247 渡邉 直樹(1) 宇都宮白楊高 12.01
ｷﾌﾞﾈ ｱﾗﾀ 栃木 ﾊﾈﾀﾞ ﾃﾞｨｴｺﾞ 栃木

8 4198 貴船 新太(2) 國學院栃木高 11.99 8 3238 羽田 ディエゴ(1) 栃木農業高 12.15
ｸﾛｳﾁ ｹﾝｼﾝ 栃木 ﾀﾃﾉ ﾕｳﾄ 栃木

9 4048 黒内 健心(2) 宇都宮清陵高 12.00 9 8322 舘野 夢叶 栃木陸協 12.15

9組 風(+/-    ) 10組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 栃木 ﾄｸﾊﾗ ｼｵﾝ 栃木

1 3093 鈴木 雄斗(1) 鹿沼東高 12.52 1 3226 德原 獅恩(1) 鹿沼東高 12.84
ﾒﾋｱ ｱﾄﾞﾘｱﾉ 栃木 ｽｸﾞﾛ ﾀｲﾖｳ 栃木

2 3074 メヒア アドリアノ(1) 小山南高 12.53 2 3243 須黒 太葉(1) 佐野東高 12.80
ｻｶﾞﾜ ｵｳｶﾞ 栃木 ﾎﾘｴ ｹｲﾀ 栃木

3 3295 佐川 桜雅(1) 青藍泰斗高 12.50 3 1265 堀江 恵多(2) 姿川中 12.85
ｾｷ ﾄﾗｷ 栃木 ﾐｷ ﾀｶﾋﾛ 栃木

4 3133 関 虎暉(1) 宇都宮清陵高 12.31 4 1035 三木 孝浩(2) 泉が丘中 12.76
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 栃木 ｻｶﾀ ﾌｳﾄ 栃木

5 3072 千葉 大輝(1) 小山南高 12.38 5 4158 坂田 風斗(2) 小山北桜高 12.75
ｲｯｼｷ ﾊﾙｷ 栃木 ﾀｶﾉ ﾖｳﾍｲ 栃木

6 1383 一色 晴樹(2) 一条中 12.36 6 8218 高野 洋平 栃木陸協 12.70
ﾋﾗﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 栃木 ｵﾎﾞｶﾀ ﾚｲｼﾞ 栃木

7 3069 平山 健悟(1) 國學院栃木高 12.34 7 3318 小保方 玲司(1) 今市工業高 12.63
ｵｵﾇｷ ｶｲﾄ 栃木 ｺﾎﾞﾘ ﾀｸﾔ 栃木

8 1302 大貫 海斗(2) 泉が丘中 12.50 8 8408 小堀 拓也 栃木陸協 12.78
ﾌｸﾀﾞ ｻﾄﾐ 栃木 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 栃木

9 3115 福田 鋭龍(1) 小山南高 12.45 9 213 髙橋 悠汰(1) 一条中 12.80

11組 風(+/-    ) 12組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ﾀｹﾙ 栃木

1 3121 漆原 尊琉(1) さくら清修高 13.1 1
ｶﾜﾀﾞ ﾄﾓｷ 栃木 ﾐﾔｶﾜ ｹﾝｾｲ 栃木

2 29 河田 知季(1) 姿川中 13.10 2 1260 宮川 健政(2) 姿川中 13.49
ﾊﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 栃木 ｲｲﾉ ｴｲﾀ 栃木

3 33 浜崎 泰知(1) 姿川中 13.10 3 86 飯野 瑛太(1) 清原中 13.50
ﾀﾂﾎﾞﾘ ﾕｳﾄ 杤木 ｵｵｼﾏ ﾐｶﾝ 栃木

4 3284 立堀 悠斗(1) 宇短附高 12.89 4 3224 大島 海完(1) 茂木高 13.12
ﾖｼﾀﾞ ｾｲﾕｳ 栃木 ﾎｻｶ ﾘｭｳﾄ 栃木

5 3225 吉田 聖優(1) 茂木高 12.89 5 79 保坂 隆翔(1) 泉が丘中 13.20
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 栃木 ﾉﾑﾗ ｼｹﾞｷ 栃木

6 75 山田 拓海(1) 泉が丘中 12.90 6 8210 野村 茂樹 栃木陸協 13.27
ﾐﾔﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 栃木 ﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 栃木

7 3239 宮田 健太郎(1) 栃木農業高 12.89 7 3319 田邉 悠斗(1) 今市工業高 13.36
ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 栃木 ﾏﾂﾓﾄ ﾙｷ 栃木

8 3070 池田 正行(1) 小山南高 12.98 8 78 松本 瑠輝(1) 泉が丘中 13.40
ｺｸﾞﾚ ﾘｵ 栃木 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾄ 栃木

9 4362 小暮 莉央(2) 足利南高 12.97 9 4080 田中 遥翔(2) 宇都宮北高 13.39



男子100m 訂正版（プログラム差し替え）

日本記録(NR)                  9.95     山縣 亮太(セイコー)                   R1.6.7
栃木県記録(TR)               10.18     東田 旺洋(栃木県ｽﾎﾟ協)                R3.6.6 10月30日 12:30 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　15組

13組 風(+/-    ) 14組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

1 1
ﾖｼﾊﾗ ｼｵﾝ 栃木 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 栃木

2 1264 吉原 汐音(2) 姿川中 14.01 2 139 滝沢 脩斗(1) 若松原中 15.49
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 栃木 ﾀｶﾉ ﾏﾝｻｲ 栃木

3 1037 大澤 朋輝(2) 泉が丘中 14.00 3 34 髙野 萬歳(1) 姿川中 15.50
ﾀﾀﾞｲﾃﾞ ﾀﾞｲｷ 栃木 ﾑｺｳﾔﾏ ｼｭﾝｾｲ 栃木

4 1254 多田出 大貴(2) 姿川中 13.75 4 140 向山 俊晴(1) 若松原中 14.10
ｷﾘｺｼ ｺｲｳﾁﾛｳ 栃木 ｲﾜﾀ ｺｳｷ 栃木

5 3237 桐越 功一朗(1) 真岡北陵高 13.56 5 28 岩田 昴樹(1) 姿川中 15.00
ﾏﾆﾀ ｹﾞﾝｷ 栃木 ｲｼｲ ﾄﾓｷ 栃木

6 1539 間仁田 弦樹(2) 姿川中 13.74 6 150 石井 智稀(1) 若松原中 14.90
ｵｵﾀﾆ ﾂﾖｼ 栃木 ｺｲｿ ﾕﾋﾄ 栃木

7 8405 大谷 毅 栃木陸協 13.56 7 149 小磯 憂侍(1) 若松原中 14.45
ｸﾛｲｼ ｱﾗﾀ 栃木 ｺﾀｷ ﾄﾗ 栃木

8 1256 黒石 新(2) 姿川中 13.78 8 31 古滝 翔星(1) 姿川中 15.44
ﾅﾐｷ ｺｳｾｲ 栃木 ﾈｺﾞﾔ ﾕｳﾄ 栃木

9 3114 波木 皓成(1) 鹿沼東高 13.80 9 144 根小屋 悠翔(1) 若松原中 15.20

15組 風(+/-    ) タイムレース上位8位
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録

1 1
ｿﾉﾀﾞ ﾀｸﾐ 栃木

2 8307 園田 拓海 栃木陸協 2
ｶﾜﾀ ｹﾝﾄ 栃木

3 3053 川田 健斗(1) 宇都宮高 3
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾀﾞﾉﾌﾞ 栃木

4 37 中山 忠信(1) 姿川中 15.50 4
ﾋﾗﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 栃木

5 4168 平山 瑞基(2) 那須清峰高 5
ﾌｸﾄﾐ ﾕｳｷ 栃木

6 38 福冨 優輝(1) 姿川中 15.81 6
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｴｲ 栃木

7 152 渡邉 慎英(1) 若松原中 15.59 7
ｲｶﾞﾗｼ ｹﾝﾄ 栃木

8 8315 五十嵐 健人 栃木陸協 8
ﾃﾗﾑﾗ ｴｲｼﾞﾛｳ 栃木

9 8196 寺村 英次郎(6) 獨協医大



女子100m 訂正版（プログラム訂正部分）

日本記録(NR)                 11.21     福島 千里(北海道ハイテクAC)           H22.4.29
栃木県記録(TR)               11.74     小寺 美沙季(作新学院大)               H29.7.30 10月30日 12:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　5組

1組 風(+/-    ) 5組 風(+/-    )

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録
ｵｵｲ ｻｸﾗ 栃木

1 4041 大井 さくら(2) 鹿沼東高 13.10 1
ｺﾄﾖﾘ ﾐﾅﾐ 栃木

2 4073 琴寄 南海(2) 鹿沼高 13.35 2
ｱﾂﾞﾏ ｶﾅ 栃木 ﾋｶﾞﾉ ﾐｻｷ 栃木

3 8056 吾妻 佳奈 栃木陸協 13.37 3 3137 日向野 美咲(1) 佐野東高
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾉﾄﾞｶ 栃木 ﾖｼﾉ ｷﾗﾗ 栃木

4 4034 長原 叶和(2) 國學院栃木高 12.56 4 29 吉野 きらら(1) 姿川中 15.25
ｻﾄｳ ｱｵｲ 栃木 ﾀｷｻﾜ ｶｴﾃﾞ 栃木

5 4053 佐藤 蒼依(2) 宇都宮北高 13.10 5 4185 瀧澤 楓(2) 足利南高 15.46
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｶ 新潟 ﾆﾍｲ ﾐｻ 栃木

6 9482 小嶋 夕香(3) 作新学院大 13.20 6 28 二瓶 心彩(1) 姿川中 15.57
ﾃﾂｶ ﾅﾅｾ 栃木 ﾉﾌﾞｽｴ ｺｺﾐ 栃木

7 4193 手塚 七星(2) 宇都宮北高 13.10 7 4066 信末 心海(2) 小山南高 15.04
ﾄｳﾊﾗ ﾙﾉ 栃木 ｲｶﾞﾘ ﾐﾕ 栃木

8 4154 東原 瑠乃(2) 宇都宮白楊高 13.28 8 3088 猪狩 美優(1) 鹿沼高
ｵｵﾂｶ ﾕｲｶ 栃木 ｳｽｲ ｻﾄﾐ 栃木

9 3040 大塚 唯加(1) 國學院栃木高 13.35 9 26 臼井 聡美(1) 姿川中 15.70

女子400m 訂正版（プログラム訂正部分）

日本記録(NR)                 51.75     丹野 麻美(ナチュリル)                 H20.5.3
栃木県記録(TR)               53.96     大島 愛梨(中央大)                     R2.10.1 10月30日 11:00 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　2組

1組 2組
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 資格記録 順位 記録

2 2
ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓｶ 栃木

3 4044 野澤 朋加(2) 鹿沼東高 1:04.39 3
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｱ 栃木 ｻｲﾄｳ ｳﾗﾗ 栃木

4 3162 松村 唯愛(1) 佐野高 1:01.52 4 3100 齊藤 麗来(1) 小山西高 1:04.00
ﾊﾏﾉ ﾕｽﾞ 栃木 ﾀｹﾀﾞ ﾋﾅﾀ 栃木

5 3101 濱野 友鈴(1) 小山西高 1:01.63 5 3131 竹田 陽菜葵(1) 真岡北陵高 1:12.55
ｼﾊﾞ ﾘﾝ 栃木 ｶﾄｳ ﾏｺ 栃木

6 9480 柴 凛(2) 作新学院大 59.02 6 4136 加藤 真子(2) 那須拓陽高 1:08.0
ｱﾗｶﾜ ｱﾔｶ 栃木 ﾅｶﾔﾏ ﾐﾐ 栃木

7 4092 荒川 綾香(2) 小山西高 1:02.00 7 4033 仲山 瑞珠(2) 國學院栃木高 1:05.75
ｸﾛｶﾜ ｺｺﾊ 栃木 ｶﾜﾓﾄ ｲﾛﾊ 栃木

8 4032 黒川 心羽(2) 國學院栃木高 1:03.9 8 3115 川本 彩葉(1) 鹿沼東高 1:14.71
ﾏﾅｶ ﾐﾕｳ 栃木

9 3037 間中 美結(1) 小山南高 1:03.18 9


